
Ⅳ期肺癌 Oligometastasis に対する外科治療 

4 

総説 
 

Ⅳ期肺癌の根治を目指す 
～Oligometastasis に対する外科治療～ 

                                               
羽隅透 1) 
１）国立病院機構仙台医療センター 呼吸器外科  
 
<<抄録>>                                           
遠隔転移を有するⅣ期肺癌、術後再発肺癌に対する標準治療は全身療法としての化学療法である。

しかし限られた臓器への単発あるいは少数個までの転移（Oligometastasis）であった場合、原発・

転移の両病巣を完全切除することで根治が目指せるはずである。ではどういったOligometastasisの

集団が外科治療の対象となり、根治が望めるのか。われわれは長年にわたる臨床研究の蓄積により、

以下の結論を得た。単一臓器のoligometastasisと判断された場合、胸腔内病期がI～II期であるなら

ば、転移巣切除は予後の延長、さらには根治をも狙える有効な治療手段になり得る。 
                                               

キーワード；非小細胞肺癌、Ⅳ期肺癌、遠隔転移、転移巣切除、オリゴメタスターシス 
（2014年 3月 2日受領） 
 
 
 
１ はじめに 
 非小細胞肺癌の およそ3分の2の症例は発見時

すでに遠隔転移を有する。また病理病期Ⅰ期でさ

えも、その術後再発率は40 ％にも及び、その約

70 %は脳、肺、肝、副腎などへの遠隔転移であ

る1)。そうしたⅣ期肺癌、術後再発肺癌に対する

標準治療は全身療法としての化学療法であること

は論を俟たない。しかしながら根治は望むべくも

なく、生存期間中央値（Median Survival Time: 
MST）は12～15ヶ月と極めて不良である2, 3)。こ

うした状況の中、単発の脳転移や副腎転移などに

おいて、局所制御を目的とした外科切除や放射線

治療を行うことがあり、それらの中には長期生存

例が存在することも分かっている4, 5)。 
本稿では、遠隔転移を有したⅣ期肺癌、再発肺

癌の中で、どのような症例が局所治療によって予

後の延長、さらには根治をも狙えるのかを

JNETS＊の研究成果を元に述べたい。 
＊JNETS：Japan North-East Thoracic Surgery 
Study Group。東北呼吸器外科臨床研究グループ。

東北大学呼吸器外科を中心に組織された研究グル

ープ。仙台医療センター呼吸器外科も所属してい

る。 
 
２ Oligometastasis とは 
 近年注目されている再発や転移の概念として

Oligometastasis（オリゴメタスターシス）があ

る 6)。これは遠隔転移といえども、癌細胞が全身

播種には至らず、限られた臓器に単発あるいは少

数個までの転移にとどまっているという病態であ

る。この場合、原発巣、転移巣の両方に対する局

所治療（切除）のみで根治が得られる可能性が存
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在する。Yoshino らは非小細胞肺癌完全切除後の

遠隔転移 118 症例を多変量解析した結果、“転移

巣切除”が有意な予後因子の一つであったとし、

完全切除が可能であるならば、それは予後延長が

期待できる有効な治療手段になり得ると結論付け

ている 7) 。それでは、どのような症例が

Oligometastasis とみなされ、予後延長を図れる

局所治療の対象となるのか？実際に遠隔転移の中

でも、脳転移においての局所治療の有効性はすで

に確立されている。多くの症例研究、比較研究が

なされ、単発あるいは多くとも 4 個以内の転移巣

に対しては、局所効果や QOL、生存期間におい

て、外科切除や SRS の優越性が証明されている

8-13)．単発性脳転移に対する外科切除の治療成績

は 5 年生存率 11～21 %、MST が 11～24 ヶ月で

あり、それらの予後因子解析によって、原発巣の

完全切除、リンパ節転移なし、他臓器転移なし、

テント上への転移、腺癌などの因子を有する集団

が予後良好であることも明らかとなっている。ま

た単発性副腎転移に対する外科切除の報告も比較

的多く存在し 14-17)、5 年生存率 20～30 %と全身

化学療法以上の良好な治療成績が得られている。

そして 転移までの無病期間が 6 ヶ月以上である

ものやリンパ節転移を認めない症例に長期予後が

期待できるとしている。このような背景から総じ

て、予後延長の見込める、Oligometastasis への

局所治療の対象となるのは、少なくとも原発巣が

リンパ節転移などのない early stage であり、完

全切除が可能な（あるいは既に施行されている）

集団であることが推察される。また別の見方をす

れば、Oligometastasis とは原発巣が early stage 
であるという状況下においてのみ成立する病態だ

とも言える。 
 
３ Oligometastasis に対する外科治療の成績 

－retrospective study－ 
 Oligometastasis 局所治療の対象となるのは、

原発巣が early stage であり、完全切除が見込め

る（あるいは完全切除後の）集団だとする仮説を、

まず後向き調査によって検証した 18)。 

 対象：1998 年 1 月から 2003 年 12 月までの期

間に非小細胞肺癌原発巣完全切除例の中で同時・

異時性に発症した Oligometastasis に対して外科

治療（脳転移に対しては定位放射線治療

stereotactic radiosurgery, SRS も可）が行われ

た症例を JNETS 参加施設から集積し、患者背景

や予後を調査した。原発巣が臨床病期で cT3-4
（隣接臓器に高度に浸潤）、cN2（multi-station
あるいは bulky N2）であるものは、明らかに予

後が不良であるため集積対象からは除外した。 
 

 
表１ Profiles of 35 patients undergoing metastasec-

tomy. a: at the time of metastasectomy, Ad: adenocarci-

noma, Sq: squamous cell carcinoma, La: large cell car-

cinoma, SRS: stereotactic radiosurgery 

 
 結果：10 施設から 35 症例の登録があった（表

１）。転移部位は同時性が脳のみで 6 例（腺癌：

4、扁平上皮癌：1、大細胞癌：1）、異時性が肺

10 例（腺癌：5、扁平上皮癌：5）、脳 11 例

（全例腺癌）、副腎 6 例（腺癌：5、大細胞癌：

1）、胸壁 2 例（腺癌：1、扁平上皮癌：1）であ

った。原発巣の pTN 因子内訳は N0、N1、N2
はそれぞれ 19、13、3 例であった（表２）。転
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移個数は脳転移にのみ多発例を認めたが、それ以

外は全て単発例であった。転移巣手術は脳 SRS
症例 8 例を除き、全例において根治手術が行われ

た。転移巣手術に際し、重篤な合併症および術

死・在院死を認めなかった。術後補助療法は 15 
 

 
表２ Number of cases according to the pathological 

TN factor. 

 
症例に対して行われており、全身化学療法 13 例、

開頭術後全脳照射 2 例であった。転移巣術後に

19 例（54.3%）が再発を来たし、内 13 例が原病

死した。再発詳細は肺転移例に 4 例（切除断端再

発：1、肺内転移：2、骨転移：1）、脳転移例に

10 例（新規脳転移：7、肝転移：1、骨転移：1、
筋転移：1）、副腎転移例に 4 例（切除部局所再

発：3、脳転移：1）、胸壁転移例に 1 例（肺・

骨転移）であった。転移巣術後の 2 年生存率は全

体で 68.0%、MST は 43.1 ヶ月であった。pN 因

子別に検討すると 2 年生存率および MST は pN0、
pN1-2 でそれぞれ 82.9%（50.9 ヶ月）、50.3%
（35.4 ヶ月）とリンパ節転移を認めない原発巣

早期症例が有意に予後良好であった（p=0.04）
（図１）。 
また無再発 2 年生存率（および無再発生存期間

中央値）の比較では pN0 が 56.8%（25.5 ヶ月）、

pN1-2 が 38.3%(16.4 ヶ月）とリンパ節転移を認

めた症例はより早期に再発を来たす傾向にあった

（図２）。転移巣術後 1000 日以上の長期生存を

認めたものは 13 例存在しており、pN0 が 9 例

（肺：5、脳：4）、pN1 が 3 例（脳）、pN2 が

1 例（肺）であった。 

結論：後向き調査において、Oligometastasis
に対する外科治療の有効性は、リンパ節転移を認

めない胸腔内早期肺癌症例において存在し、予後

向上をもたらす可能性が示唆された。つまり、わ

れわれの仮説を裏付ける結果となった。 
 

 
図１ Survival rates from metastasectomy according to 

the pathological N factor. 

 

 
図２ Relapse-free survival rates from metastasectomy 

according to the pathological N factor. 

 
４ Oligometastasis に対する外科治療の多施設

共同臨床試験－prospective study（Phase II tri-
al） 
 後ろ向き調査の結果を踏まえ、前向き第 2 相試

験を行った 19)。 
登録・集積：目標登録数は 30 例とし、集積 4 年、

追跡 2 年を予定。ただし完遂例＊が 25 例に達す 
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図３ CONSORT (consolidated standards of reporting trials) diagram. SCLC: small cell lung cancer, PD: pleural dis-

semination, N2: multiple mediastinal lymph nodes metastasis, CWI: chest wall invasion, SRS: stereotactic radiosurgery. 

Yellow boxes indicated cases undergoing complete resection of both primary and metastatic sites. 
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表３A Summary of Group A patient data (synchronous or metachronous metastasis of single organ other than brain or 

lung). Ad: adenocarcinoma, Adr: adrenal gland, C: complete resection, DS: disease specific death, Dx: diagnosis, F: fe-

male, Kid: kidney, M: male, Met: metastasis, OD: death from other disease, Sq: squamous cell carcinoma, Surg: surgical 

resection, Tx: intervention treatment. Red cases indicated cases undergoing complete resection of both primary non-

small cell lung cancer and metastatic sites. 

 

 

表３B Summary of Group B patient data (synchronous brain metastasis). Ad: adenocarcinoma, C: complete resection, 

CL: contralateral lung, CWI: chest wall invasion, DS: disease specific death, Dx: diagnosis, F: female, IC: incomplete 

resection, M: male, Met: metastasis, Med LN: mediastinal lymph node, N/A: not applicable, N2: multiple mediastinal 

lymph node metastases, NoM: no malignancy, OD: death from other disease, PD: pleural dissemination, Pl: pleo-

morphic carcinoma, Sm: small cell carcinoma, Sq: squamous cell carcinoma, SRS: stereotactic radiosurgery, Surg: sur-

gical resection, Tx: intervention treatment. Red cases indicated cases undergoing complete resection of both primary 

non-small cell lung cancer and metastatic sites. 
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表３C Summary of Group C patient data (synchronous or metachronous pulmonary metastasis). Ad: adenocarcinoma, 

AdSq: adenosquamous carcinoma, C: complete resection, CL: contralateral lung, DS: disease specific death, Dx: diagno-

sis, F: female, IC: incomplete resection, IL: ipsilateral lung, M: male, Met: metastasis, Med LN: mediastinal lymph node, 

NoM: no malignancy, OD: death from other disease, PD: pleural dissemination, Sq: squamous cell carcinoma, Surg: 

surgical resection, Tx: intervention treatment, 2nd: second primary lung cancer. Red cases indicated cases undergoing 

complete resection of both primary non-small cell lung cancer and metastatic sites. 

 

 

るまで集積は継続することとした。また症例を 3
群（A 群：肺、脳転移以外の転移巣症例、B 群：

同時性脳転移症例、C 群：肺転移症例）に分類し

集積した。 
＊完遂例：転移巣が明らかに転移であって（良性

病変や多発肺癌ではない）、原発・転移巣ともに

完全切除ができた症例。 
 
 解析：Primary endpoint は生存期間（ITT 解

析）、Secondary endpoint は無再発生存期間、

術後 PS、術後 morbidity。 
 
 結果：2003 年 12 月から 2011 年 6 月までに

JNETS 参加 11 施設から 36 症例の登録があった

（図３）。内 34 例が適格で、治療完遂は 20 例

（59%）、非完遂は 14 例であった。非完遂の理

由は 5 例が原発巣の非完全切除、8 例が転移否定

（良性病変や多発肺癌）であった。A 群は 5 例

（副腎転移が 4 例、腎臓転移が 1 例）で全て完

遂例であった（表３A）。2 例が約 5 年の長期生

存を達成した。1 例は異時性腎転移症例で術後補

助化学療法未施行でも無再発生存、1 例は異時性

副腎転移症例で副腎切除部の局所再発を認めるも

再切除を行い、その後無再発生存を得ている。B
群は 17 例で内 9 例が完遂例であった（表３B）。

完遂例中 1 例が約 2 年の無再発生存を得ている

が、他 8 例は脳、副腎、骨、胸腔内リンパ節等へ

の再発を来した。C 群は 12 例で内 6 例が完遂例

であった（表３C）。完遂例中 1 例が 5 年超の無

再発長期生存を達成した。再発は 4 例に認め、肺

が 3 例、胸腔内リンパ節が 1 例であった。5 年生

存率は全体で 46.5％、治療完遂例のみでは

44.7％となり、非常に良好な成績が得られた（図

４）。そして 5 年の無再発長期生存を達成した 2
例は根治を得たと言える。完遂 20 例に関して、

性、年齢、ABC 群別、同時異時別、転移巣数、

組織型、リンパ節転移、原発巣腫瘍径、術後化学

療法の有無を予測因子とした単変量解析を実施し

たが、有意な予後因子は認められなかった（表

４）。 
結論：胸腔内病期 I～II 期の非小細胞肺癌にお

いて単一臓器の oligometastasis と判断された場
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合、転移巣切除は予後の延長、さらには根治をも

狙える有効な治療手段になり得る。40 %超の 5
年生存率が期待でき、それは stage IIA（46 ％）

～IIB（36 ％）の予後に匹敵する。 
 

 
図４ Overall survival of patients undergoing complete 

resection of both primary and metastatic sites.  

 

 
表４ Predictive factors for overall survival of the 20 

patients who underwent complete resection of both 

primary and metastatic sites. 

 
５ おわりに 
わ れ わ れ JNETS で は 10 数 年 前 か ら

oligometastasis に対する外科治療の有効性に着

目し、研究を続けてきた。前述の第 2 相試験は

2014 年に発表しているが、現在までにそうした

前向き試験は他に 2 件あるのみである 20、21）。た

だし、その 2 件の試験デザインはわれわれのもの

とは大きく異なる。対象のほとんどが N2 あるい

は stage III の局所進行肺癌であり、原発巣に対

する治療も根治手術ではなく化学療法や放射線治

療を行うといった内容である。そして試験結果は

MST で 10～13 ヶ月と転移巣切除の有効性は全

く示されていない。われわれの試験は転移巣切除

の明確な予後延長効果を立証した。その理由は対

象集団を局所早期肺癌に限定し、転移巣・原発巣

ともに根治切除を目指したからである。同様な治

療方針が最新の NCCN (National Comprehen-
sive Cancer Network）ガイドラインに記載され

ている。そこでは単発の脳、副腎転移に対する局

所治療（切除あるいは放射線治療）がすでに許容

されている。そして原発巣に対しても局所治療を

行うかどうか、あるいは予後改善が望めるかどう

かは原発巣の TN 因子からの判断とし、stage I-
II（T1-2N0-1、T3N0）であることを推奨条件と

している。このように Oligometastasis に関わる

治療戦略において、外科治療を選択することのコ

ンセンサスは固まりつつある。しかしまだまだエ

ビデンスが足りない。さらなる第 2 相、第 3 相

試験の蓄積を望む。 
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